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令和３年度 「地域商社を活用したローカルブランディン
グ及び域内外への販路開拓・消費拡大支援事業」 

 
公募要領 

 
仙台市では令和３年度 「地域商社を活用したローカルブランディング

及び域内外への販路開拓・消費拡大支援事業」を実施する委託先（以下「事
務局」という）を、以下の要領で広く募集します。 
なお、本公募は、令和３年度予算原案に基づいて行うもの、また地方創

生推進交付金申請事業であるため、成立した予算の内容及び当該交付金の
認定状況に応じて、事業内容の変更及び予算額の減額の可能性があります。
また、新型コロナウイルス感染症の流行状況等に応じて、事業内容及び契
約額の変更の可能性が有ります。 
 
 

Ⅰ．地域商社を活用したローカルブランディング及び域内外への販路開
拓・消費拡大支援事業について 

 
１．目的 
  仙台市内に地域商社機能をもったプラットフォームを構築し、そのプ
ラットフォームを主体として、中小企業の商品・サービスを活用してロ
ーカルブランディングや域内外への販路開拓、域内への誘客等を行うこ
とで、仙台市域の中小企業者の外貨獲得を支援する機能を構築すること
を目的とします。 

  また、新型コロナウイルス感染症で、影響を受けた中小企業への支援
を実施することも目的とします。 

 
２．事業概要 
（１）全体像 

仙台市は、公募により、管理事務局を選定し、管理事務局が地元企
業のプラットフォーム構築を支援し、そのプラットフォームが、域内
の中小企業の商品・サービスを活用して、ローカルブランディングや
外への販路開拓、域内への誘客等を行うことで、仙台市域の中小企業
者の外貨獲得を支援する機能の構築を行います。 

本事業の内容は、次のとおりです。 
   ・ローカルブランドの強化 
   ・地域商社の域外販路開拓に関するツールの構築 
   ・販売会の開催 
   ・展示会への出展 
   ・商品開発支援 
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なお、地域商社機能を持つ域内のプラットフォームが令和４年度以

降、自ら収益を上げ、自走することができるよう事業を実施すること
とします。 

（２）管理事務局に委託する業務について 
【前提】 
 事務局は地域商社機能の中心を担う地元企業の候補を市と協議の上で
選定し、選定した事業者を支援・指導することで、地域商社として令和４
年度以降は地元企業のプラットフォームを取りまとめ、自走化できるよう
にすることとします。 

①事業全体の制度設計等 
 事業全体の計画を詳細に作成します。特に年間のスケジュール及

び全体の工程について、詳細に設計を行います。 
 事業の実施前に仙台市に計画を提示し、了承を得たうえで事業を

実施することとします。 
※個別の状況に応じて、事前協議をした上で変更は可能です。 
 

②ローカルブランドの強化について 
 セミナーの実施について ※新型コロナウイルスの影響を鑑み 

       実施の有無を判断する。 
・ 「都の杜・仙台」の参画事業者を対象としたセミナーを事業

実施期間中に３回以上開催することとします。 
・ 開催時期案については、２０２１年４月中に仙台市へ提案し、

仙台市と協議の上、決定することとします。 
・ セミナー開催候補日の４５日前までに、セミナーの内容、開

催場所、運営方法等について案を作成し、仙台市と協議を行
うこと。 

・ 開催場所の確保、資料の印刷、投影する機材の確保など運営
に必要な事務の一切を行うこととします。 

 HPの更新について 
・ 「都の杜・仙台」の HP(http://miyakonomori-sendai.jp/)の

全体見直しを及び更新を年 1回以上行うこととします。 
・ 更新の際には、更新する内容について、更新日の２週間前ま

でに仙台市へ協議の上、了承を得たうえで更新を実施するこ
ととします。 

 SNSの運営について 
・ 「都の杜・仙台」の Instagram(miyakonomori_sendai)又は

Facebook(miyakonomori_sendai)について、週に２回以上更新
を実施し、ローカルブランディングにつながる情報発信を実
施することとします。 

・ なお、その際は「都の杜・仙台」の参画事業者と連携の上、
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情報発信に努めることとします。 
 コーディネーターによる支援について 

・ コーディネーターは、地域商社機能を持つプラットフォーム
の立ち上げ支援を行うとともに、同プラットフォームが２０
２２年４月以降自らの収入により、自走化可能となるよう、
月１度程度、オンラインまたは実地による支援を実施するこ
ととします。 

・ 支援を実施する際は仙台市と支援内容について、事前に協議
の上、支援を行うこととします。 

・ なお、コーディネーターは過去に同様の事業の支援に関する
経験を有するものを配置することとします。 
 

③地域商社の域外販路開拓に関するツールの構築について 
 ギフトセットの開発支援について。 

・ 地域商社機能を持った団体が販売する地域の中小企業が開
発・生産した商品を使用したギフトセットの開発を支援しま
す。 

・ ギフトセットについては、「都の杜・仙台」の参画事業者の商
品を中心とし、複数社の商品をセットにしたギフトセットと
します。 

・ ギフトの開発・域外販売が可能な事業者を公募、審査を実施
したうえで、１者以上を選定し、域外発送可能なギフトセッ
トを２０２１年１１月まで、開発の支援を実施します。 

・ なお、ギフトセットの開発については、既存のギフトセット
の改善も含め、バイヤーや消費者のニーズに合った選定を行
い、ギフトセット開発を行います。 

 ギフトカタログの作成について 
・ ギフトセットの開発支援で開発したギフトを展示会や販売会

で消費者、バイヤーに伝えることを目的として、カラー、２，
０００部を目安にギフトカタログを作成するものとします。 

・ なお、本ブランドの営業活動に使用することができるよう工
夫することとします。 

・ 作成したギフトカタログは、２０２１年１２月末までに仙台
市役所へ納品することとします。 

 ECサイトの運用、情報発信、利用活性化について 
・ 域外の消費者が購入可能な「都の杜・仙台」ECサイトの運営

をすることとします。 
・ 年２回以上、「都の杜・仙台」参画事業者から ECサイト掲載

商品の募集を行うこととします。 
・ また、２０２１年１２月末までには、本サイトから購入可能

な商品を１００商品以上とすることとします。 
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・ SNS やネットでの集客の仕組みを活用し、「都の杜・仙台」EC
サイトの集客や売上げ向上に寄与する取り組みをすることと
します。 

 
④販売会の開催について ※新型コロナウイルスの影響を鑑み実施の有

無を判断する。 
 域内販売会の開催について 

・ 「都の杜・仙台」と地域の事業者の商品・サービスの域内に
おける認知度向上を目的として、年２回以上の域内販売会を
実施することとします。 

・ １販売会当たり、数日の期間の開催を基本とし、２０商品以
上の商品を販売することとします。 

・ 販売会の実施３か月前に当市へ協議をし、２か月前までに参
加する事業者の募集を行うこととします。 

・ 出展者の募集、選定、主催者との折衝、準備、運営、撤去に
関する業務の一切を実施することとします。 

・ 当販売会については、仙台市内の企業と連携をして、実施す
ることとします。 

 域外販売会の開催について 
・ 「都の杜・仙台」と地域の事業者の商品・サービスの域外に

おける認知度向上や ECサイトへの誘客による外貨獲得の促進
を図るため、首都圏を中心とした域外で、年 1 回以上の域外
販売会を実施することとします。 

・ １販売会当たり、1週間の期間の開催を基本とし、３０商品以
上の商品を販売することとします。 

・ １販売会当たり、仙台市域に拠点を置く事業者５者以上を参
加させることとします。 

・ 販売会の実施３か月前に当市へ協議、２か月前までに事業者
募集を行うこととします。 

・ 出展者の募集、選定、主催者との折衝、準備、運営、撤去に
関する一切の事務を行うこととします。 

・ 会計については、委託事業者の責任において実施することと
します。 

 
⑤展示会の出展について ※新型コロナウイルスの影響を鑑み実施の

有無を判断する。 
・ 「都の杜・仙台」と地域の事業者の商品・サービスの域外に

おける認知度向上や本事業で開発したカタログギフトの拡販
等を目的として、首都圏等で行われる展示会に年２回以上出
展することとします。 

・ 出展前に、ギフトカタログの販売者へ販路先候補、商談方法
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等について、アドバイスを実施するなど、販路開拓に必要な
支援を行うこととします。 

・ 展示会への出展３か月前に当市へ協議をし、２か月前までに
参加する事業者の募集を行うこととします。 

・ 出展社の募集、選定、当日準備、ブース運営、撤去等、展示
会の出展に関する一切の事務を行うこととします。 

・ １展示会当たり、販路開拓先となり得るバイヤーを５名以上
招聘するとともに、必要に応じて商談へ同席することとしま
す。 

 
⑥個別商品の磨き上げに関する伴走支援について 

・ 商品開発、改良の支援等の個社支援を６者以上実施すること
とします。 

・ 支援対象としては、高収益・大量生産可能・域外販売可能な
商品を生産する等、本支援により、今後の大きな外貨獲得が
期待される企業とします。 

・ 商品の磨き上げについては、商品のブランド力を高め、品質
向上、商品価値を高める支援をすることとします。 

・ 支援対象事業者については、地域ブランド参画事業者等を対
象に公募を実施し、専門家による審査の上選定することとし
ます。 

・ ２０２１年６月３０日(水)までに支援対象者を選定すること
とします。 

・ 支援対象事業者に対して、２０２１年１２月３１日(金)まで
に４回以上の専門家派遣を行い、実地支援またはオンライン
での支援を行うこととします。 

 
⑦新型コロナウイルス感染症で、影響を受けた中小企業への支援につ
いて 

・ 事業の実施にあたり、新型コロナウイルス感染症で、影響を
受けた中小企業に対しての支援となる、提案を行うこととし
ます。 

 
  ⑧東北ディスティネーションキャンペーン（東北ＤＣ）との連携支援 

について 
・ 東北ＤＣが開催されるにあたり、当事業との連携や東北ＤＣ

の効果を活かした事業の提案を行うこととします。 
 

⑨本事業の成果についての成果報告の実施について 
・ 本事業の成果について、仙台市内の中小企業、支援機関に対

し、成果報告を実施することとします。 
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・ 成果報告の方法については、２０２１年１２月３１日(金)ま
でに仙台市へ提案の上、仙台市と協議を行い、決定すること
とします。 

 
 ３．目標 
 〇地域商社機能を通じた商品・サービスの売上増加額を、本事業を通し

て３年間で、８５，０００千円以上増加させることを目指して、本事
業を実施することとします。 

 
４．注意事項 
 〇全体を通して、適宜、仙台市と情報共有及び協議を行ったうえで、事

業目的を達成することを目指して、事業を実施するものとします。 
 〇事業の実施については、事業の内容、目的、効果等を仙台市に報告の

上で進めることとします。 
 
Ⅱ．応募資格及び要件 
  事業申請書を提出できるのは、次の要件を満たす法人となります。 
（１）委託事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること 
（２）仙台市と密接な連携がとれる体制を確保できること 
（３）その他 

① 本事業に関する委託契約を仙台市との間で直接締結できる機関で
あること 

② 仙台市が提示した委託契約書に合意すること 
③ 仙台市の指示に速やかに従うことができること 
④ 仙台市に設置される審査委員会でのヒアリングに参加することが

可能であること（Ⅲ.委託先の選定「2.選定方法」を参照のこと） 
⑤ 仙台市税を滞納していないこと（または、現在の主たる事業所所

在市町村の市町村税を滞納していないこと） 
⑥ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定

に該当しないこと 
⑦ 受付期限内に、仙台市の「有資格者に対する指名停止に関する要

綱」第 2条第 1項の規定による指名停止を受けていないこと 
⑧ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴

力団員の統制の下にある団体でないこと 
⑨ 総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係書類及び労働者名簿、出

勤簿、賃金台帳等の労働関係書類を整備していること 
⑩ 公序良俗に反する活動を行う等、委託先として不適切な者でない

こと 
 
 
Ⅲ．委託先の選定 
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１．選定プロセス等 
  仙台市において、本公募に係る事務局の審査を行う審査委員会を開催
し、以下の選定基準に基づき、事務局を決定します。 

 
２．選定方法 

委託先は、上記Ⅱの要件を満たす機関から提出された事業申請書及び
添付資料について、選定基準に基づき審査を行い、相対的に評価した上
で決定します。 

  なお、令和３年３月２２日（月）午後にヒアリングを実施します。集
合時刻については、公募受付後に連絡します。また、この際、追加資料
の提出を求める場合があります。 

 ※新型コロナウイルスの感染予防等から面談による実施が困難な場合
は、ビデオ通話システムによるオンライン方式等での実施の可能性が
有ります。 

 
 
３．選定基準 
  管理事務局の選定は、以下の選定基準に基づいて行います。 
（１）委託業務に関する申請書及び提出書類の内容が施策の意図と合致し

ていること 
（２）委託業務に関する申請書及び提出書類に記載された事業の実施方法、

内容等が優れており、適切かつ効率的な事業実施が行われるものであ
ること 

（３）委託事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤、組織、人員、資
金及び設備等を有すること 

 
【提出書類に記載する事項】 
・ 事業全体のスケジュール案 
・ 本事業全体の方針 
・ 地域商社機能を持つプラットフォームを構築する地元企業案 
・ ローカルブランドの強化に関する具体的な方法 
・ 地域商社の域外販路開拓に関する具体的な方法 
・ 地域商社の域外販路開拓に関するツールの構築等の具体的な方法 
・ 販売会の開催に関する具体的な方法 
・ 展示会の出展に関する具体的な方法 
・ 個別商品の磨き上げに関する伴走支援に関する具体的な方法 
・ 当事業の成果についての成果報告の実施に関する具体的な方法 
・ 本事業の実施に当たって入手される個人情報や企業情報等の秘匿す

べき情報の管理方法 
・ 本委託業務に類似、関連した業務に係る過去の実績 
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・ 新型コロナウイルス感染症で、影響を受けた中小企業への支援に関
する具体的な手法 

・ 東北ＤＣとの連携や東北ＤＣの効果を活かした具体的な方法 
・ その他当事業の実施に関して必要な事項 

 
 

なお、事業提案書については A4用紙片面２５枚を上限とします 
４．採択予定数 
  １機関とします。 
 
 
Ⅳ．契約 
 
１．委託契約の締結 

採択された機関と仙台市との間で委託契約を締結することとなります
（採択決定後、契約条件の協議が整い次第、速やかに委託契約を締結す
る予定。）。 

なお、委託契約の締結にあたっては、最も評価の高かった提案書の内
容をそのまま実施することをあらかじめ約束するものではなく、業務委
託の内容の詳細について委託候補者と別途協議のうえ、企画提案の内容
を一部変更して契約する可能性があります。 

ただし、申請内容に虚偽記載等の不正が明らかになった場合は、採択
の取り消し、又は契約解除等を行う場合があります。 
また、本委託業務の一部を第三者に再委託する場合は、仙台市の承認

を必要とし、本委託業務の全部を第三者に再委託することは認めません。 
 
２．委託事業の契約期間 
  委託契約期間は単年度とし、具体的な契約期間は原則として契約書に
定める事業開始日から、令和４年３月１８日(金)とします。 

 
３．委託事業規模 
  事業規模は 17,850千円（一般管理費、消費税及び地方消費税を含む）
を上限とします。 

  なお、採択機関決定後の契約金額は、各支出項目等について検証・審
査を行った上で決定するため、必ずしも事業申請書の金額と一致するも
のではありません。また、契約条件が合致しない場合には、委託契約の
締結ができないことがあります。 

 （注意点） 
  本公募は、令和 3年度予算原案に基づいて行うもの、また地方創生推
進交付金申請事業であるため、成立した予算の内容及び当該交付金の認
定状況に応じて、事業内容等の変更及び予算額の減額の可能性がありま
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す。また、新型コロナウイルス感染症の流行状況等に応じて、事業内容
及び契約額の変更の可能性が有ります。 

 
４．委託費の支払い 

完了払とします。（業務完了後、市の検査を経て、受託者の請求に基づ
き支払いを行います。） 
なお、予算執行上、全ての支払いには領収書等の証明書が必要であり、

支出額、支出内容が適切かどうか審査し、これを満たさない場合は、当
該委託費の支払いを行わないこととします。厳格な経理処理が必要とな
ることを前提として、申請してください。 

 
５．その他 
〇委託事業により生じた収入がある場合、委託費の一部を返還してもら
うことがあります。 
〇委託事業により生じた特許権等の知的財産権は、原則として市に帰属
するものとします。ただし、市と協定を結ぶことにより、受託者に帰属
させることができるものとします。 

 
 
 
 
Ⅴ．応募要領 
 
１．公募期間等スケジュール 

①公募開始      令和３年２月２６日（金） 
②事前質問締切    令和３年３月 ３日（水）（１７時必着） 
③事前質問回答    令和３年３月 ５日（金） 
④参加表明書締切   令和３年３月１２日（金）（１７時必着） 
⑤公募締切      令和３年３月１７日（水）（１２時必着） 
⑥審査会       令和３年３月２２日（月） 
⑦審査結果の連絡   令和３年３月２６日（金）（予定） 
⑧契約、事業開始   令和３年４月 １日（木）（予定） 
           （予算成立が前提） 
 

 
２．応募にあたっての質問の受付について 
(1) 受付期間 令和３年３月 ３日（水）１７時まで 
(2) 受付方法 質問事項等を質問票（様式第 1号）に記入のうえ、 

電子メールで提出をお願いします 
  〔提出先〕 

仙台市経済局産業政策部地域産業支援課 担当：鈴木 
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電子メール：kei008040@city.sendai.jp  
(3) 回答   質問者に個別に回答するほか、必要に応じて市ホーム 

ページに回答を掲載します。 
 
 
３．応募方法 

参加表明書を提出期限までに仙台市（Ⅶ．問い合わせ先参照）へ郵送
又は持参してください。 
その後、次の提出書類を一つの封筒に入れ、提出期限までに仙台市（Ⅶ．

問い合わせ先参照）へ郵送又は持参してください。また、宛先面に「令
和３年度 『地域商社を活用したローカルブランディング及び販路開
拓・消費拡大支援事業』申請書在中」と朱書きで記入してください。 
提出書類は、日本語で作成の上、Ａ４片面印刷で、複数枚にわたる様

式ではページを打ち、左上をホッチキス等で１カ所止めてください。提
出された書類に不備がある場合は、受理しないこともございます。 
（提出書類と提出部数） 
①事業申請書（別紙、様式１～３）・・・・正本１部＋写し４部＋電 

子媒体１部 
  ※事業実施計画書については A4用紙片面２５枚を上限とします 

②定款・・・・５部 
③過去２年間の貸借対照表、損益計算書（収支決算書）・・各５部 
④パンフレットその他機関の概要が分かる資料・・５部 
⑤仙台市税の滞納がないこと（または、現在の主たる事業所所在市町 
村の市町村税の滞納がないこと）の証明書・・・１部 

⑥納税証明書（法人税及び消費税・地方消費税について未納税額のな
い証明書）・・・１部 

 
４．審査結果の通知 
  採択、不採択の結果については、書面で通知するものとし、採択、不
採択についての問い合わせには対応しません。 

 
Ⅵ．問い合わせ先 
  仙台市 経済局 産業政策部 地域産業支援課 鈴木 
  住所：〒９８０－０８０３ 

  宮城県仙台市青葉区国分町３－６－１－９階 
  電話：０２２－２１４－１００３ 

電子メール：kei008040@city.sendai.jp  
 
     
Ⅶ．その他 
（１）提出された事業申請書及び添付書類は返却しません。ただし、機密
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保持には十分配慮するものとします。 
なお、採択された場合には「行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律」（平成１１年５月１４日法律第４２号）に基づき、不開示情報
（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報開示
の対象となります。 

（２）事業申請書等の作成費は経費に含まれません。また、採択の正否を
問わず、事業申請書の作成費用は支給しません。 

（３）本事業の実施にあたっては、労働基準法、労働関係調整法、最低賃
金法、著作権法、その他法令を遵守すること。 

 (４)  事業の円滑な実施のために、本事業の委託開始から終了までの間、
事業の進捗状況を定期的に市に報告すること。 

(５)  本事業において広報等を行なう場合にあっては、市からの受託事
業であることを明示すること。 

(６)  本事業の経理を明確にするため、管理事務局は他の経理と明確に
区分して会計処理を行うこと。 

(７) 本業務の関係書類や会計帳簿等は、業務実施終了後 5 年間は保存
すること。また、業務実施後に閲覧が必要になった場合は、協力する
こと。 

(８)  本事業の実施にあたり、個人情報等の保護すべき情報を取り扱う
場合は、その取扱に万全の対策を講じること。 

(９)  本業務の終了時に、実績報告書のほか配布物等必要な書類を提出
すること。 

(10) 本事業は令和３年度予算に係る事業であることから、予算の成立
以前においては、落札（採択）予定者の決定となり、予算の成立等を
もって落札（採択）者とすることとします。 


